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順順順順

位位位位    

氏氏氏氏        名名名名    

((((会 派 名会 派 名会 派 名会 派 名 ))))    

発発発発    言言言言    事事事事    項項項項    発発発発    言言言言    要要要要    旨旨旨旨    

１１１１    渡久地渡久地渡久地渡久地        修修修修    

（（（（日本共産党日本共産党日本共産党日本共産党））））    

１１１１    平和平和平和平和・・・・基地基地基地基地

問題問題問題問題についてについてについてについて    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

２２２２    自殺防止対自殺防止対自殺防止対自殺防止対

策策策策についてについてについてについて    

    

    

((((１１１１))))    11111111月月月月のののの知事選挙知事選挙知事選挙知事選挙でででで、、、、糸数候補糸数候補糸数候補糸数候補がががが31313131万票万票万票万票をををを獲獲獲獲

得得得得、、、、仲井真候補仲井真候補仲井真候補仲井真候補もももも政府案政府案政府案政府案・・・・ＶＶＶＶ字字字字形形形形滑走路滑走路滑走路滑走路にににに反反反反

対対対対することをすることをすることをすることを公約公約公約公約にににに掲掲掲掲げていたげていたげていたげていた。。。。市長市長市長市長もももも、、、、ここここ

れまでれまでれまでれまで辺野古沿岸辺野古沿岸辺野古沿岸辺野古沿岸へのへのへのへの新基地建設新基地建設新基地建設新基地建設にににに反対反対反対反対をををを

表明表明表明表明してきたしてきたしてきたしてきた。。。。政府政府政府政府のののの辺野古沿岸案推進辺野古沿岸案推進辺野古沿岸案推進辺野古沿岸案推進のののの態態態態

度度度度はははは、、、、県民県民県民県民のののの願願願願いにいにいにいに反反反反するものであるするものであるするものであるするものである。。。。市長市長市長市長

のののの見解見解見解見解をををを問問問問うううう    

    

    

    

((((２２２２))))    安倍内閣安倍内閣安倍内閣安倍内閣のもとのもとのもとのもと、、、、現職閣僚現職閣僚現職閣僚現職閣僚からからからから基地基地基地基地のののの建設建設建設建設

とととと沖縄振興策沖縄振興策沖縄振興策沖縄振興策はははは「「「「リンクリンクリンクリンクしているしているしているしている」」」」とかとかとかとか、「、「、「、「普普普普

天間基地天間基地天間基地天間基地のののの３３３３年以内年以内年以内年以内のののの閉鎖閉鎖閉鎖閉鎖はできないはできないはできないはできない」、」、」、」、パパパパ

トリオットミサイルトリオットミサイルトリオットミサイルトリオットミサイルのののの配備配備配備配備についてについてについてについて、「、「、「、「沖縄沖縄沖縄沖縄

のののの人人人人はははは喜喜喜喜んでほしいんでほしいんでほしいんでほしい」」」」などとのなどとのなどとのなどとの発言発言発言発言がががが相次相次相次相次いいいい

でいるでいるでいるでいる。。。。これらはこれらはこれらはこれらは、、、、沖縄県民沖縄県民沖縄県民沖縄県民をををを愚弄愚弄愚弄愚弄しししし、、、、県民県民県民県民

感情感情感情感情をををを逆逆逆逆なでするものであるなでするものであるなでするものであるなでするものである。。。。市長市長市長市長としてもとしてもとしてもとしても

抗議抗議抗議抗議すべきではないかすべきではないかすべきではないかすべきではないか。。。。見解見解見解見解をををを問問問問うううう    

    

    

    

貧困貧困貧困貧困とととと社会的格差社会的格差社会的格差社会的格差のののの広広広広がりのがりのがりのがりの中中中中、、、、自殺者自殺者自殺者自殺者がががが増加増加増加増加

しているしているしているしている。。。。全国全国全国全国、、、、沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県、、、、那覇市那覇市那覇市那覇市のののの実態実態実態実態、、、、増加増加増加増加のののの

要因要因要因要因、、、、今後今後今後今後のののの対策対策対策対策、、、、体制体制体制体制などについてなどについてなどについてなどについて問問問問うううう    

そのそのそのその際際際際、、、、交通死亡事故交通死亡事故交通死亡事故交通死亡事故やややや交通安全交通安全交通安全交通安全のののの体制体制体制体制などとなどとなどとなどと

のののの比較比較比較比較についてもについてもについてもについても問問問問うううう    

    

    

    

    

 

割当時間割当時間割当時間割当時間((((答弁答弁答弁答弁をををを除除除除くくくく))))    



 

順順順順

位位位位    

氏氏氏氏        名名名名    

((((会 派 名会 派 名会 派 名会 派 名 ))))    

発発発発    言言言言    事事事事    項項項項    発発発発    言言言言    要要要要    旨旨旨旨    

     ３３３３    市職員市職員市職員市職員のののの自自自自

殺防止殺防止殺防止殺防止、、、、健康健康健康健康

被害防止被害防止被害防止被害防止につにつにつにつ

いていていていて    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

４４４４    生活保護行生活保護行生活保護行生活保護行

政政政政についてについてについてについて    

    

((((１１１１))))    このこのこのこの５５５５年間年間年間年間のののの市職員市職員市職員市職員のののの自殺自殺自殺自殺やややや療養休暇療養休暇療養休暇療養休暇、、、、

「「「「うつうつうつうつ病病病病」」」」などのなどのなどのなどの実態実態実態実態とととと、、、、そのそのそのその対策対策対策対策についてについてについてについて

問問問問うううう    

    

    

    

((((２２２２))))    元市民課元市民課元市民課元市民課長長長長のののの公務災害公務災害公務災害公務災害についてについてについてについて、、、、そのそのそのその原因原因原因原因

とととと市市市市のののの対応対応対応対応、、、、今後今後今後今後、、、、このようなことをこのようなことをこのようなことをこのようなことを繰繰繰繰りりりり返返返返

さないためにさないためにさないためにさないために、、、、どのようなどのようなどのようなどのような教訓教訓教訓教訓をををを導導導導きききき、、、、対策対策対策対策

をとっているかをとっているかをとっているかをとっているか    

    

    

    

((((３３３３))))    サービスサービスサービスサービス残業根絶残業根絶残業根絶残業根絶、、、、職員職員職員職員のののの健康被害防止健康被害防止健康被害防止健康被害防止にににに

向向向向けてけてけてけて、、、、出退勤出退勤出退勤出退勤とととと残業時間残業時間残業時間残業時間をををを確実確実確実確実にににに把握把握把握把握するするするする

ＩＣＩＣＩＣＩＣカードカードカードカードのののの導入導入導入導入をををを2222000000003333年年年年６６６６月月月月定例定例定例定例会会会会でででで提提提提

案案案案しししし実実実実施施施施されてきたがされてきたがされてきたがされてきたが、、、、どのようにどのようにどのようにどのように活活活活用用用用しししし対対対対

策策策策をとっているかをとっているかをとっているかをとっているか。。。。    

            市長市長市長市長部局部局部局部局のののの職員職員職員職員のののの残業時間残業時間残業時間残業時間（（（（残業残業残業残業代代代代をををを支払支払支払支払

っていないっていないっていないっていないサービスサービスサービスサービス残業残業残業残業をををを含含含含むむむむ））））のののの長長長長いいいい順順順順

にににに、、、、年間時間年間時間年間時間年間時間、、、、月時間月時間月時間月時間、、、、１１１１日平日平日平日平均均均均時間時間時間時間などになどになどになどに

ついてついてついてついて、、、、課長職課長職課長職課長職、、、、係係係係長職長職長職長職、、、、一般一般一般一般職員職員職員職員のののの１１１１からからからから

３３３３番目番目番目番目までをまでをまでをまでを問問問問うううう。。。。またまたまたまた、、、、残業時残業時残業時残業時間間間間のののの中中中中でででで、、、、

残業残業残業残業手当手当手当手当がががが支給支給支給支給されなかったされなかったされなかったされなかった時間時間時間時間ととととのののの差差差差にににに

ついてついてついてついて、、、、係係係係長職長職長職長職、、、、一般一般一般一般職員職員職員職員をををを問問問問うううう    

    

    

    

    

((((１１１１))))    全国的全国的全国的全国的にににに生活保護生活保護生活保護生活保護受給受給受給受給者者者者がががが急急急急増増増増しているしているしているしている。。。。

全国全国全国全国、、、、沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県、、、、那覇市那覇市那覇市那覇市のののの実態実態実態実態とそのとそのとそのとその要因要因要因要因につにつにつにつ

いていていていて問問問問うううう    

    

    

    

((((２２２２))))    北九州北九州北九州北九州市市市市でででで生活保護生活保護生活保護生活保護申請申請申請申請をををを受受受受けけけけ付付付付けけけけずずずず、、、、餓餓餓餓

死者死者死者死者をををを出出出出しししし大大大大きなきなきなきな衝撃衝撃衝撃衝撃をををを与与与与ええええてててているがいるがいるがいるが、、、、本市本市本市本市

でこのようなことがあってはならないでこのようなことがあってはならないでこのようなことがあってはならないでこのようなことがあってはならない    

申請申請申請申請のののの実態実態実態実態はどうなっているのかはどうなっているのかはどうなっているのかはどうなっているのか。。。。市民市民市民市民のののの

申請権申請権申請権申請権をををを保保保保障障障障するためするためするためするため、、、、窓口窓口窓口窓口にににに申請用紙申請用紙申請用紙申請用紙をををを設設設設

置置置置すべきであるすべきであるすべきであるすべきである    

    

 



 

順順順順

位位位位    

氏氏氏氏        名名名名    

((((会 派 名会 派 名会 派 名会 派 名 ))))    

発発発発    言言言言    事事事事    項項項項    発発発発    言言言言    要要要要    旨旨旨旨    

((((３３３３))))    申請申請申請申請からからからから開始決定開始決定開始決定開始決定までまでまでまで法律法律法律法律ではではではでは11114444日以内日以内日以内日以内

となっているがとなっているがとなっているがとなっているが遵守遵守遵守遵守されているかされているかされているかされているか、、、、実態実態実態実態とととと原原原原

因因因因をををを問問問問うううう    

            那覇市那覇市那覇市那覇市ののののケケケケースースースースワワワワーカーーカーーカーーカーのののの数数数数はははは国基国基国基国基準準準準にににに

比比比比べてべてべてべて相相相相当少当少当少当少ななななくくくく、、、、担当担当担当担当職員職員職員職員はははは過重負担過重負担過重負担過重負担にににに喘喘喘喘

いでいるいでいるいでいるいでいるとととと憂慮憂慮憂慮憂慮されるがされるがされるがされるが、、、、実態実態実態実態とととと増員増員増員増員計画計画計画計画にににに

ついてついてついてついて問問問問うううう    

    

    

    

    

    老朽校舎改築老朽校舎改築老朽校舎改築老朽校舎改築についてについてについてについて、、、、沖縄振興沖縄振興沖縄振興沖縄振興計画計画計画計画のあるうのあるうのあるうのあるう

ちちちちにににに行行行行うようにうようにうようにうように繰繰繰繰りりりり返返返返しししし提起提起提起提起してきたがしてきたがしてきたがしてきたが、、、、今今今今回回回回のののの

実実実実施計画施計画施計画施計画ではどのようにではどのようにではどのようにではどのように反反反反映映映映されているかされているかされているかされているか。。。。残残残残りりりり

のののの学校学校学校学校名名名名とととと振興振興振興振興計画計画計画計画内内内内にににに行行行行うことをうことをうことをうことを明確明確明確明確にすべにすべにすべにすべ

きききき。。。。そのためにもそのためにもそのためにもそのためにも、、、、市長市長市長市長、、、、教教教教育育育育長長長長はははは引引引引きききき続続続続きききき県県県県へへへへ

のののの補補補補助助助助のののの要要要要請請請請をををを全県全県全県全県のののの市市市市町村町村町村町村ともともともとも協力協力協力協力してしてしてして行行行行うううう

べきであるべきであるべきであるべきである。。。。見解見解見解見解をををを問問問問うううう    

    

    

    

    

    

    現現現現庁舎庁舎庁舎庁舎のののの耐力耐力耐力耐力度度度度調査調査調査調査のののの結果結果結果結果とととと、、、、新新新新庁舎庁舎庁舎庁舎建設建設建設建設につにつにつにつ

いてのいてのいてのいての市長市長市長市長記記記記者会見者会見者会見者会見にににに至至至至ったったったった経緯経緯経緯経緯についてについてについてについて問問問問うううう    

    またまたまたまた、、、、60606060億円億円億円億円のののの根根根根拠拠拠拠とととと、、、、どのようなどのようなどのようなどのような庁舎庁舎庁舎庁舎建設建設建設建設をををを

想定想定想定想定しているのかしているのかしているのかしているのか問問問問うううう    

    

    

         

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

５５５５    老老老老朽校舎改朽校舎改朽校舎改朽校舎改

築築築築についてについてについてについて    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

６６６６    新新新新庁舎庁舎庁舎庁舎建設建設建設建設

問題問題問題問題についてについてについてについて    

    
【【【【答弁答弁答弁答弁をををを求求求求めるめるめるめる者者者者】】】】    

        市長市長市長市長、、、、助役助役助役助役、、、、教教教教育育育育長長長長、、、、関係部関係部関係部関係部長長長長        
 



    代代代代表表表表質質質質問問問問（（（（２２２２日日日日目目目目））））    平平平平成成成成 11118888年年年年 12121212 月月月月 12121212 日日日日((((火火火火))))    

順順順順

位位位位    

氏氏氏氏        名名名名    

((((会 派 名会 派 名会 派 名会 派 名 ))))    

発発発発    言言言言    事事事事    項項項項    発発発発    言言言言    要要要要    旨旨旨旨    

２２２２    比比比比    嘉嘉嘉嘉    瑞瑞瑞瑞    己己己己    

（（（（日本共産党日本共産党日本共産党日本共産党））））    

１１１１    国民健康保国民健康保国民健康保国民健康保

険税険税険税険税のののの引引引引きききき下下下下

げについてげについてげについてげについて    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

２２２２    後後後後期高齢期高齢期高齢期高齢者者者者

医医医医療制度療制度療制度療制度創創創創設設設設

のののの問題問題問題問題についについについについ

てててて    

((((１１１１))))    県内県内県内県内11111111市市市市ににににおおおおけるけるけるける、、、、一世帯一世帯一世帯一世帯あたりのあたりのあたりのあたりの国保国保国保国保税税税税

額額額額のののの状況状況状況状況についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。那覇市那覇市那覇市那覇市のののの国保国保国保国保税税税税はははは何何何何

番目番目番目番目にににに高高高高いかいかいかいか。。。。那覇市那覇市那覇市那覇市ににににおおおおけるけるけるける国保国保国保国保税滞納世税滞納世税滞納世税滞納世

帯帯帯帯数数数数、、、、短期証世帯短期証世帯短期証世帯短期証世帯数数数数、、、、資資資資格格格格証世帯証世帯証世帯証世帯数数数数、、、、保保保保険手険手険手険手

帳帳帳帳のののの未未未未交交交交付世帯付世帯付世帯付世帯数数数数、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれのれのれのれの世帯世帯世帯世帯比比比比率率率率をををを伺伺伺伺

うううう    

            またまたまたまた税税税税制度制度制度制度改定改定改定改定によるによるによるによる、、、、国保国保国保国保税税税税へのへのへのへの影響額影響額影響額影響額

はははは一世帯一世帯一世帯一世帯あたりあたりあたりあたり幾幾幾幾らからからからか    

    

    

((((２２２２))))    県内県内県内県内11111111市市市市及及及及びびびび類似都類似都類似都類似都市市市市のののの、、、、一般一般一般一般会会会会計計計計からからからから国国国国

保会保会保会保会計計計計へのへのへのへの「「「「市市市市独独独独自自自自のののの政策的繰入政策的繰入政策的繰入政策的繰入金金金金((((そのそのそのその他他他他

分分分分))))」」」」についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。「。「。「。「政策的繰入政策的繰入政策的繰入政策的繰入金金金金((((そのそのそのその他他他他

分分分分))))総額総額総額総額」」」」とととと「「「「一世帯一世帯一世帯一世帯あたりのあたりのあたりのあたりの金額金額金額金額」」」」はははは、、、、そそそそ

れれれれぞぞぞぞれれれれ幾幾幾幾らからからからか、、、、高高高高いいいい順位順位順位順位からからからから伺伺伺伺うううう    

            那覇市那覇市那覇市那覇市はははは一般一般一般一般会会会会計計計計からのからのからのからの「「「「市市市市独独独独自自自自のののの政策的政策的政策的政策的

繰入繰入繰入繰入金金金金((((そのそのそのその他分他分他分他分))))」」」」をををを増増増増やすべきであるやすべきであるやすべきであるやすべきである。。。。まままま

たたたた減免減免減免減免制度制度制度制度などをなどをなどをなどを充充充充実実実実ささささせせせせ、、、、市民市民市民市民がががが納納納納めやすめやすめやすめやす

いいいい国保国保国保国保税税税税にすべきであるにすべきであるにすべきであるにすべきである。。。。当局当局当局当局のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう    

    

    

((((３３３３))))    全国全国全国全国47474747都道都道都道都道府県府県府県府県でででで、、、、市市市市町村町村町村町村にににに補補補補助助助助をををを行行行行ってってってって

いるとこいるとこいるとこいるところろろろはははは何何何何県県県県あるかあるかあるかあるか。。。。那覇市那覇市那覇市那覇市としてとしてとしてとして、、、、県県県県

にににに補補補補助助助助をををを要要要要請請請請すべきであるすべきであるすべきであるすべきである。。。。またまたまたまた国保会国保会国保会国保会計計計計へへへへ

のののの国国国国庫負担庫負担庫負担庫負担をををを引引引引きききき上上上上げるようにげるようにげるようにげるように、、、、国国国国にもにもにもにも要要要要請請請請

すべきであるすべきであるすべきであるすべきである。。。。当局当局当局当局のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう    

    

    

    

    

2222008008008008年年年年４４４４月月月月からからからから導入導入導入導入されるされるされるされる「「「「後後後後期期期期高齢高齢高齢高齢者者者者医医医医療制療制療制療制

度度度度」」」」はははは、、、、現現現現在家族在家族在家族在家族にににに扶扶扶扶養養養養されてされてされてされて保保保保険料険料険料険料がかからながかからながかからながかからな

いいいい 222240404040万人万人万人万人のののの高齢高齢高齢高齢者者者者もももも含含含含めめめめ、、、、75757575 歳歳歳歳以以以以上上上上のすべてのすべてのすべてのすべて高高高高

齢齢齢齢者者者者からからからから新新新新たなたなたなたな保保保保険料険料険料険料をををを徴収徴収徴収徴収するこのするこのするこのするこの制度制度制度制度にににに、、、、新新新新

たなたなたなたな不不不不安安安安がががが高高高高まっているまっているまっているまっている    

    

((((１１１１))))    後後後後期高齢期高齢期高齢期高齢者者者者のののの生活実態生活実態生活実態生活実態をををを伺伺伺伺うううう    

        ①①①①    那覇市那覇市那覇市那覇市ににににおおおおけるけるけるける 75757575 歳歳歳歳以以以以上上上上のののの高齢高齢高齢高齢者者者者((((後後後後期期期期

高齢高齢高齢高齢者者者者))))数数数数はははは何何何何人人人人かかかか。。。。ううううちちちち独居高齢独居高齢独居高齢独居高齢者数者数者数者数、、、、

高齢高齢高齢高齢者者者者夫婦夫婦夫婦夫婦数数数数、、、、同居高齢同居高齢同居高齢同居高齢者数者数者数者数はそれはそれはそれはそれぞぞぞぞれれれれ何何何何

人人人人かかかか    

    

 



 

順順順順

位位位位    

氏氏氏氏        名名名名    

((((会 派 名会 派 名会 派 名会 派 名 ))))    

発発発発    言言言言    事事事事    項項項項    発発発発    言言言言    要要要要    旨旨旨旨    

                    ②②②②    年年年年金受給額金受給額金受給額金受給額のののの最低額最低額最低額最低額、、、、平平平平均額均額均額均額はははは幾幾幾幾らからからからか    

    

        ③③③③    無無無無年年年年金金金金者者者者はははは何何何何人人人人かかかか    

    

        ④④④④    高齢高齢高齢高齢者者者者のののの国保国保国保国保料料料料滞納世帯滞納世帯滞納世帯滞納世帯はははは何世帯何世帯何世帯何世帯かかかか    

    

    

((((２２２２))))    那那那那覇市覇市覇市覇市ににににおおおおけるけるけるける後後後後期高齢期高齢期高齢期高齢者者者者医医医医療制度療制度療制度療制度のののの影影影影

響響響響についてについてについてについて伺伺伺伺うううう    

        ①①①①    今制度今制度今制度今制度からからからから新新新新たにたにたにたに賦賦賦賦課課課課されるされるされるされる市民市民市民市民はははは何何何何

人人人人かかかか    

    

        ②②②②    保保保保険料険料険料険料のののの個個個個人人人人負担額負担額負担額負担額はははは幾幾幾幾らからからからか。。。。    

    

        ③③③③    介介介介護保護保護保護保険険険険料料料料などをなどをなどをなどを合合合合わわわわせせせせるとるとるとると、、、、年年年年金金金金からからからから

幾幾幾幾らららら差差差差しししし引引引引かれるのかかれるのかかれるのかかれるのか    

    

        ④④④④    保保保保険料険料険料険料をををを払払払払いたいたいたいたくくくくてもてもてもても払払払払ええええないないないない滞納滞納滞納滞納者者者者

はどうなるのかはどうなるのかはどうなるのかはどうなるのか    

    

    

    

((((３３３３))))    「「「「後後後後期高齢期高齢期高齢期高齢者者者者医医医医療制度療制度療制度療制度」」」」はははは、、、、情情情情けけけけ容赦容赦容赦容赦ないないないない

税負担税負担税負担税負担をををを押押押押しししし付付付付けけけけ、、、、安安安安心心心心してしてしてして医医医医療療療療をををを受受受受けるけるけるける権権権権

利利利利をををを奪奪奪奪うううう、、、、文文文文字通字通字通字通りりりりおおおお年年年年寄寄寄寄りいりいりいりいじじじじめのめのめのめの制度制度制度制度でででで

はないかはないかはないかはないか。。。。市長市長市長市長のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう    

    

    

((((４４４４))))    広広広広域連合規域連合規域連合規域連合規約約約約ではではではでは「「「「市市市市町村町村町村町村議会議会議会議会へのへのへのへの報告義報告義報告義報告義

務務務務」「」「」「」「議員議員議員議員定定定定数数数数のののの公平配公平配公平配公平配分分分分」「」「」「」「後後後後期高齢期高齢期高齢期高齢者者者者のののの意意意意

思思思思反反反反映映映映のののの仕組仕組仕組仕組みみみみ」「」「」「」「情情情情報報報報公公公公開開開開のののの徹底徹底徹底徹底」」」」はははは、、、、どどどど

のようにのようにのようにのように担担担担保保保保されているかされているかされているかされているか    

            保保保保険料険料険料険料決定決定決定決定ににににおおおおいてはいてはいてはいては、、、、高齢高齢高齢高齢者者者者のののの所所所所得得得得やややや生生生生

活活活活のののの実態実態実態実態をををを踏踏踏踏ままままええええ、、、、支払支払支払支払いいいい可能可能可能可能なななな金額金額金額金額にすべにすべにすべにすべ

きであるきであるきであるきである。。。。支払支払支払支払いがいがいがいが困困困困難難難難なななな方方方方にににに対対対対してしてしてして、、、、納付納付納付納付

相相相相談談談談などのなどのなどのなどの親切丁寧親切丁寧親切丁寧親切丁寧なななな相相相相談談談談体制体制体制体制をつをつをつをつくくくくるこるこるこるこ

とととと。。。。滞納滞納滞納滞納者者者者にににに対対対対してしてしてして手帳手帳手帳手帳をををを取取取取りりりり上上上上げないこげないこげないこげないこ

とととと。。。。がががが必必必必要要要要であるであるであるである。。。。またまたまたまた、、、、国保国保国保国保 44444444 条条条条にににに類類類類すすすす

るるるる制度制度制度制度やややや、、、、減免減免減免減免制度制度制度制度をををを創創創創設設設設すべきであるすべきであるすべきであるすべきである。。。。当当当当

局局局局のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう    

    

 



 

順順順順

位位位位    

氏氏氏氏        名名名名    

((((会 派 名会 派 名会 派 名会 派 名 ))))    

発発発発    言言言言    事事事事    項項項項    発発発発    言言言言    要要要要    旨旨旨旨    

        ３３３３    障障障障害者自害者自害者自害者自立立立立

支援法支援法支援法支援法のののの見見見見直直直直

しについてしについてしについてしについて    

    障障障障害者自害者自害者自害者自立支援法立支援法立支援法立支援法のののの施施施施行行行行によりによりによりにより、、、、生活生活生活生活にににに必必必必要要要要なななな

最低限最低限最低限最低限度度度度のののの福祉福祉福祉福祉サービスサービスサービスサービスにさにさにさにさええええ原原原原則一割則一割則一割則一割のののの負担負担負担負担

がががが課課課課せせせせられられられられ、、、、障障障障害者害者害者害者のののの生活生活生活生活をををを脅脅脅脅かしているかしているかしているかしている    

    

((((１１１１))))    健康健康健康健康福祉部福祉部福祉部福祉部長長長長はははは９９９９月月月月定例定例定例定例会会会会でででで「「「「利用利用利用利用実態実態実態実態にににに

ついてついてついてついて調査調査調査調査するするするする」」」」とととと答弁答弁答弁答弁しているしているしているしている。。。。自自自自立支援立支援立支援立支援

法施法施法施法施行後行後行後行後でででで、、、、障障障障害者害者害者害者のののの支払支払支払支払うううう利用料利用料利用料利用料のののの月月月月額最額最額最額最

高額高額高額高額はははは幾幾幾幾らからからからか。。。。平平平平均均均均工賃工賃工賃工賃はははは幾幾幾幾らからからからか。。。。施施施施設設設設などなどなどなど

をををを退退退退所所所所ししししたたたた障障障障害者害者害者害者はははは何何何何人人人人いるかいるかいるかいるか。。。。福祉福祉福祉福祉サービサービサービサービ

ススススのののの利用利用利用利用者者者者はははは何何何何人人人人減少減少減少減少しているかしているかしているかしているか    

            施施施施設設設設へのへのへのへの報酬単価引報酬単価引報酬単価引報酬単価引きききき下下下下げやげやげやげや、、、、支払支払支払支払いいいい方法方法方法方法

がががが月月月月単単単単位位位位からからからから日日日日割割割割りりりり計算計算計算計算になったになったになったになった減収減収減収減収はははは、、、、施施施施

設設設設経営経営経営経営をををを困困困困難難難難にさにさにさにさせせせせていないかていないかていないかていないか    

            全国全国全国全国でででで独独独独自自自自のののの助成助成助成助成をををを行行行行っているっているっているっている自自自自治治治治体体体体のののの

数数数数とととと、、、、そのそのそのその割合割合割合割合はははは幾幾幾幾ららららかかかか    

    

    

    

((((２２２２))))    国国国国・・・・県県県県及及及及びびびび市市市市ににににおおおおいていていていて、、、、障障障障害者自害者自害者自害者自立支援法立支援法立支援法立支援法

施施施施行後行後行後行後、、、、支援支援支援支援サービスサービスサービスサービス利用利用利用利用者者者者やややや、、、、福祉福祉福祉福祉現現現現場場場場、、、、

障障障障害者害者害者害者団団団団体体体体からはどのようなからはどのようなからはどのようなからはどのような声声声声があがってがあがってがあがってがあがって

いるかいるかいるかいるか    

            自自自自立支援法立支援法立支援法立支援法にににに対対対対するするするする障障障障害者害者害者害者とそのとそのとそのとその家族家族家族家族のののの

怒怒怒怒りのりのりのりの声声声声がががが政政政政治治治治をををを動動動動かしつつあるかしつつあるかしつつあるかしつつある。。。。国国国国はどうはどうはどうはどう

いったいったいったいった見見見見直直直直しをしをしをしを検討検討検討検討しているかしているかしているかしているか。。。。那覇市那覇市那覇市那覇市もももも実実実実

態態態態にあったにあったにあったにあった支援支援支援支援政策政策政策政策にににに切切切切りりりり替替替替ええええていていていていくくくくべきべきべきべき

であるであるであるである。。。。見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう    

    

    

    

((((３３３３))))    入入入入院院院院時時時時にににに掛掛掛掛かるかるかるかる医医医医療療療療費個費個費個費個人人人人負担額負担額負担額負担額はははは幾幾幾幾らららら

かかかか。。。。給食費負担給食費負担給食費負担給食費負担のののの月月月月額最高額額最高額額最高額額最高額はははは幾幾幾幾ららららかかかか。。。。県内県内県内県内

でででで障障障障害者入害者入害者入害者入院給食費助成院給食費助成院給食費助成院給食費助成をををを維維維維持持持持しているしているしているしている市市市市

町村町村町村町村はははは幾幾幾幾つあるかつあるかつあるかつあるか    

            今今今今定例定例定例定例会会会会でででで「「「「入入入入院院院院時時時時食食食食事療養事療養事療養事療養費費費費をををを廃廃廃廃止止止止」」」」すすすす

るるるる条例条例条例条例制制制制定定定定がががが提提提提案案案案されているされているされているされている。。。。障障障障害者害者害者害者にににに新新新新たたたた

なななな負担負担負担負担をををを強強強強いるこのいるこのいるこのいるこの条例条例条例条例をををを撤撤撤撤回回回回すべきであすべきであすべきであすべきであ

るるるる。。。。障障障障害者入害者入害者入害者入院給食費助成院給食費助成院給食費助成院給食費助成をををを那覇市那覇市那覇市那覇市はははは維維維維持持持持すすすす

べきであるべきであるべきであるべきである。。。。そしてそしてそしてそして県県県県にもにもにもにも二二二二分分分分のののの一一一一補補補補助助助助をををを復復復復

活活活活するようにするようにするようにするように要要要要請請請請すべきであるすべきであるすべきであるすべきである。。。。見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう    

    

    

 



 

順順順順

位位位位    

氏氏氏氏        名名名名    

((((会 派 名会 派 名会 派 名会 派 名 ))))    

発発発発    言言言言    事事事事    項項項項    発発発発    言言言言    要要要要    旨旨旨旨    

        ４４４４    保保保保育育育育行政行政行政行政にににに

ついてついてついてついて    

    児童児童児童児童福祉法福祉法福祉法福祉法第第第第２２２２条条条条にはにはにはには、「、「、「、「国国国国及及及及びびびび地地地地方方方方公共公共公共公共団団団団体体体体

はははは、、、、児童児童児童児童のののの保護者保護者保護者保護者とともにとともにとともにとともに、、、、児童児童児童児童をををを心心心心身身身身ともにともにともにともに健健健健

やかにやかにやかにやかに育成育成育成育成するするするする責任責任責任責任をををを負負負負うううう」」」」とあるとあるとあるとある。。。。那覇市那覇市那覇市那覇市ににににおおおお

けるけるけるける保保保保育育育育行政行政行政行政をををを伺伺伺伺うううう    

    

((((１１１１))))    認認認認可可可可保保保保育育育育園園園園へのへのへのへの施施施施設設設設整整整整備備備備助成金助成金助成金助成金、、、、運運運運営助成営助成営助成営助成

金金金金のののの果果果果たしてたしてたしてたしてきたきたきたきた役割役割役割役割をををを伺伺伺伺うううう。。。。市長市長市長市長はこのはこのはこのはこの間間間間、、、、

助成金助成金助成金助成金のののの予予予予算算算算をどんどんをどんどんをどんどんをどんどん削削削削ってきたがってきたがってきたがってきたが、、、、そのそのそのその

理由理由理由理由をををを伺伺伺伺うううう。。。。助成金助成金助成金助成金のののの過過過過去去去去５５５５年間年間年間年間のののの金額金額金額金額推推推推移移移移

とととと、、、、そのそのそのその影響影響影響影響でででで認認認認可可可可保保保保育育育育園園園園ではどういったではどういったではどういったではどういった問問問問

題題題題がががが起起起起きているかきているかきているかきているか    

            これらのこれらのこれらのこれらの助成金助成金助成金助成金をををを拡拡拡拡充充充充すべきであるすべきであるすべきであるすべきである。。。。当局当局当局当局

のののの見解見解見解見解とととと来来来来年度以年度以年度以年度以降降降降のののの方方方方針針針針をををを伺伺伺伺うううう    

    

    

    

((((２２２２))))    このこのこのこの間間間間、、、、内内内内科科科科健健健健診診診診、、、、歯科歯科歯科歯科健健健健診診診診、、、、尿尿尿尿・・・・ぎょぎょぎょぎょうううう

虫虫虫虫、、、、貧貧貧貧血血血血検査検査検査検査などのなどのなどのなどの予予予予算算算算がががが、、、、減額減額減額減額・・・・廃廃廃廃止止止止されされされされ

てきているてきているてきているてきている理由理由理由理由はははは何何何何かかかか    

            過過過過去去去去５５５５年間年間年間年間のののの金額金額金額金額推推推推移移移移とととと認認認認可可可可保保保保育育育育園園園園へのへのへのへの

影響影響影響影響、、、、そしてそのそしてそのそしてそのそしてその結果結果結果結果、、、、認認認認可可可可保保保保育育育育園園園園ではどうではどうではどうではどう

いったいったいったいった問題問題問題問題がががが起起起起きているかきているかきているかきているか。。。。このこのこのこの予予予予算算算算をををを復復復復活活活活

すべきであるすべきであるすべきであるすべきである。。。。当局当局当局当局のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう    

    

    

    

((((３３３３))))    待機児童待機児童待機児童待機児童解解解解消消消消、、、、子子子子育育育育てててて支援支援支援支援のののの立場立場立場立場からからからから、、、、那那那那

覇市覇市覇市覇市はははは県県県県ともともともとも協力協力協力協力してしてしてして、、、、認認認認可可可可外外外外保保保保育育育育園園園園のののの給食給食給食給食

費助成費助成費助成費助成をををを行行行行うべきであるうべきであるうべきであるうべきである    

            日本共産党那覇市議日本共産党那覇市議日本共産党那覇市議日本共産党那覇市議団団団団はははは2222005005005005年年年年にににに認認認認可可可可外外外外

保保保保育育育育園園園園へのへのへのへの消消消消費税費税費税費税非非非非課課課課税税税税措措措措置置置置のののの実現実現実現実現のためのためのためのため

にににに政府交政府交政府交政府交渉渉渉渉をををを行行行行ったったったった。。。。そのそのそのその後後後後、、、、県内県内県内県内、、、、そしてそしてそしてそして

那覇市那覇市那覇市那覇市でででで非非非非課課課課税税税税措措措措置置置置がががが行行行行わわわわれたれたれたれた認認認認可可可可外外外外保保保保育育育育

園園園園はははは何何何何園園園園かかかか。。。。年度年度年度年度別別別別のののの推推推推移移移移をををを伺伺伺伺うううう。。。。またまたまたまた、、、、同同同同

じじじじようにようにようにように固固固固定資定資定資定資産産産産税税税税もももも非非非非課課課課税税税税措措措措置置置置されるべされるべされるべされるべ

きでありきでありきでありきであり、、、、那覇市那覇市那覇市那覇市としてもとしてもとしてもとしても国国国国にににに要要要要請請請請をををを行行行行うべうべうべうべ

きであるきであるきであるきである。。。。当局当局当局当局のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう    

    

    

    

    

    

 



 

順順順順

位位位位    

氏氏氏氏        名名名名    

((((会 派 名会 派 名会 派 名会 派 名 ))))    

発発発発    言言言言    事事事事    項項項項    発発発発    言言言言    要要要要    旨旨旨旨    

((((４４４４))))    児童児童児童児童福祉法福祉法福祉法福祉法第第第第２２２２条条条条のののの理念理念理念理念にににに立立立立ちちちち、、、、地地地地方方方方自自自自治治治治

体体体体のののの保保保保育育育育のののの責任責任責任責任をををを果果果果たしたしたしたし「「「「松山松山松山松山保保保保育所育所育所育所・・・・城城城城北北北北

保保保保育所育所育所育所のののの民民民民営営営営化化化化」」」」をををを止止止止めめめめ、、、、公公公公立立立立保保保保育所育所育所育所をををを守守守守るるるる

べきであるべきであるべきであるべきである。。。。当局当局当局当局のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう    

    

    

    

    

    

    

    

いいいいじじじじめやめやめやめや、、、、いいいいじじじじめによるめによるめによるめによる自殺自殺自殺自殺がががが大大大大きなきなきなきな教教教教育育育育・・・・社社社社

会問題会問題会問題会問題になっているになっているになっているになっている。。。。そのそのそのその要因要因要因要因とととと那覇市那覇市那覇市那覇市でのでのでのでの実態実態実態実態

とととと対応対応対応対応、、、、今後今後今後今後のののの対策対策対策対策についてについてについてについて問問問問うううう    

    教教教教育育育育基本基本基本基本法法法法のののの改改改改悪悪悪悪でなでなでなでなくくくく、、、、競争競争競争競争教教教教育育育育のののの是正是正是正是正とととと33330000

人人人人学学学学級級級級のののの早早早早期期期期実現実現実現実現がががが解解解解決決決決へのへのへのへの大大大大きなきなきなきな道道道道筋筋筋筋だだだだとととと思思思思

うがうがうがうが見解見解見解見解をををを問問問問うううう    

            

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

５５５５    学校学校学校学校でのいでのいでのいでのい

じじじじめとめとめとめと自殺問自殺問自殺問自殺問

題題題題についてについてについてについて    

    
【【【【答弁答弁答弁答弁をををを求求求求めるめるめるめる者者者者】】】】    

        市長市長市長市長、、、、助役助役助役助役、、、、収収収収入入入入役役役役、、、、関係部関係部関係部関係部長長長長        
 



    代代代代表表表表質質質質問問問問（（（（２２２２日日日日目目目目））））    平平平平成成成成 11118888年年年年 12121212 月月月月 12121212 日日日日((((火火火火))))    

順順順順

位位位位    

氏氏氏氏        名名名名    

((((会 派 名会 派 名会 派 名会 派 名 ))))    

発発発発    言言言言    事事事事    項項項項    発発発発    言言言言    要要要要    旨旨旨旨    

３３３３    平平平平    良良良良    識識識識    子子子子    

（（（（社社社社社社社社連合連合連合連合））））    

１１１１    教教教教育育育育基本基本基本基本法法法法

等等等等についてについてについてについて    

    

    

    

    

    

２２２２    米軍米軍米軍米軍基地問基地問基地問基地問

題題題題についてについてについてについて    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

３３３３    副副副副市長制度市長制度市長制度市長制度

についてについてについてについて    

    今国会今国会今国会今国会ににににおおおおいていていていて、、、、審審審審議議議議されているされているされているされている重重重重要要要要法法法法案案案案「「「「教教教教

育育育育基本基本基本基本法改法改法改法改正正正正」「」「」「」「共共共共謀罪謀罪謀罪謀罪新設新設新設新設法法法法案案案案」「」「」「」「国民国民国民国民投投投投票票票票法法法法案案案案」」」」

「「「「防防防防衛衛衛衛庁庁庁庁『『『『省省省省』』』』昇昇昇昇格格格格」」」」についてについてについてについて、、、、市長市長市長市長のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺

うううう    

    

    

    

    新沖縄県知事新沖縄県知事新沖縄県知事新沖縄県知事にににに仲井真仲井真仲井真仲井真弘多弘多弘多弘多氏氏氏氏がががが就任就任就任就任したしたしたした。。。。仲井仲井仲井仲井

真知事真知事真知事真知事のののの選挙公約選挙公約選挙公約選挙公約にににに、「、「、「、「普天間普天間普天間普天間飛飛飛飛行行行行場場場場３３３３年以内閉年以内閉年以内閉年以内閉

鎖鎖鎖鎖」、「」、「」、「」、「辺野古辺野古辺野古辺野古ＶＶＶＶ字形反対字形反対字形反対字形反対」」」」があったがあったがあったがあった。。。。以以以以下下下下についについについについ

てててて伺伺伺伺うううう    

    

((((１１１１))))    ＳＡＳＡＳＡＳＡＣＣＣＣＯＯＯＯ合意合意合意合意からからからから11110000年年年年がががが経過経過経過経過したがしたがしたがしたが、、、、合意合意合意合意

されたされたされたされた多多多多くくくくのののの米軍米軍米軍米軍基地基地基地基地のののの返返返返還還還還がががが実現実現実現実現されてされてされてされて

いないいないいないいない現現現現状状状状があるがあるがあるがある。。。。新知事新知事新知事新知事のののの公約公約公約公約であるであるであるである「「「「普普普普

天間基地天間基地天間基地天間基地３３３３年以内閉鎖年以内閉鎖年以内閉鎖年以内閉鎖」」」」がががが、、、、当当当当選後選後選後選後にににに「「「「危危危危険険険険

性除去性除去性除去性除去」」」」になってきているになってきているになってきているになってきている。。。。基地政策基地政策基地政策基地政策のののの転換転換転換転換

ともともともとも取取取取られかられかられかられかねねねねないがないがないがないが、、、、那覇那覇那覇那覇軍港軍港軍港軍港をををを抱抱抱抱ええええるるるる県県県県

都都都都那覇市長那覇市長那覇市長那覇市長としてとしてとしてとして、、、、見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう    

    

    

((((２２２２))))    日日日日米審米審米審米審議議議議官級官級官級官級協協協協議議議議ににににおおおおいていていていて辺野古辺野古辺野古辺野古ＶＶＶＶ字形字形字形字形

案建設案建設案建設案建設計画計画計画計画がががが合意合意合意合意されたことについてされたことについてされたことについてされたことについて、、、、見解見解見解見解

をををを伺伺伺伺うううう    

    

    

    

    地地地地方方方方自自自自治法改治法改治法改治法改正正正正にににに伴伴伴伴いいいい、、、、助役助役助役助役のののの呼称呼称呼称呼称をををを改改改改めめめめ、、、、副副副副

市長制度市長制度市長制度市長制度にににに移移移移行行行行するするするする。。。。本市本市本市本市のののの今後今後今後今後のののの具具具具体的対応体的対応体的対応体的対応にににに

ついてついてついてついて、、、、以以以以下伺下伺下伺下伺うううう    

    

((((１１１１))))    権限権限権限権限委譲委譲委譲委譲のののの内内内内容容容容とととと役割役割役割役割についてについてについてについて    

    

    

((((２２２２))))    現行現行現行現行のののの両両両両助役助役助役助役二二二二人制人制人制人制とととと、、、、収収収収入入入入役役役役がががが、、、、副副副副市長市長市長市長

制度制度制度制度にににに移移移移行行行行するとするとするとすると、、、、どうなるのかどうなるのかどうなるのかどうなるのか    

    

    

((((３３３３))))    条例改条例改条例改条例改正正正正はいつはいつはいつはいつ実実実実施施施施するするするする予予予予定定定定なのかなのかなのかなのか            
    

 



 

順順順順

位位位位    

氏氏氏氏        名名名名    

((((会 派 名会 派 名会 派 名会 派 名 ))))    

発発発発    言言言言    事事事事    項項項項    発発発発    言言言言    要要要要    旨旨旨旨    

    那覇市那覇市那覇市那覇市重重重重度度度度心心心心身身身身障障障障害者入害者入害者入害者入院院院院時時時時食食食食事療養事療養事療養事療養費費費費等等等等助助助助

成成成成事業事業事業事業ににににおおおおけるけるけるける自自自自己負担分己負担分己負担分己負担分についてはについてはについてはについては助成助成助成助成しなしなしなしな

いとするいとするいとするいとする関係条例関係条例関係条例関係条例がががが提提提提案案案案されているされているされているされている。。。。以以以以下伺下伺下伺下伺うううう    

    

((((１１１１))))    助成費利用助成費利用助成費利用助成費利用者者者者のののの数数数数、、、、補補補補助額助額助額助額、、、、一一一一人人人人当当当当たりのたりのたりのたりの

自自自自己負担額己負担額己負担額己負担額についてについてについてについて    

    

    

((((２２２２))))    県内県内県内県内他他他他市市市市町村町村町村町村でででで継継継継続続続続しているしているしているしている数数数数とととと内内内内容容容容    

    

    

((((３３３３))))    当局当局当局当局内内内内部部部部でででで助成費助成費助成費助成費のののの存存存存続及続及続及続及びびびび廃廃廃廃止止止止についについについについ

てててて、、、、どのようなどのようなどのようなどのような議議議議論論論論がなされたかがなされたかがなされたかがなされたか    

またまたまたまた、、、、一部一部一部一部補補補補助助助助のののの検討検討検討検討はなされたかはなされたかはなされたかはなされたか    

    

    

    県内県内県内県内もももも含含含含めめめめ、、、、全国的全国的全国的全国的にににに子子子子どものいどものいどものいどものいじじじじめやめやめやめや自殺自殺自殺自殺がががが

社会問題社会問題社会問題社会問題となっているとなっているとなっているとなっている。。。。本市本市本市本市のののの状況状況状況状況についてについてについてについて、、、、以以以以

下伺下伺下伺下伺うううう    

    

((((１１１１))))    市内市内市内市内小小小小・・・・中中中中学校学校学校学校のののの過過過過去去去去11110000年間年間年間年間のいのいのいのいじじじじめのめのめのめの件件件件

数数数数とととと推推推推移移移移    

    

    

((((２２２２))))    いいいいじじじじめのめのめのめの発見発見発見発見からからからから解解解解決決決決までのまでのまでのまでのプロセプロセプロセプロセススススにににに

ついてついてついてついて    

    ①①①①    どうどうどうどう発見発見発見発見するのかするのかするのかするのか    

    

    ②②②②    教教教教師師師師、、、、学校学校学校学校、、、、教教教教育育育育委委委委員会員会員会員会へのへのへのへの報告報告報告報告体制体制体制体制につにつにつにつ

いていていていて    

    

    ③③③③    どのようにどのようにどのようにどのように解解解解決決決決してしてしてしているのかいるのかいるのかいるのか    

    

    

((((３３３３))))    課題課題課題課題とととと今後今後今後今後のののの取取取取りりりり組組組組みみみみについてについてについてについて    

    

    

    

    

        ４４４４    福祉福祉福祉福祉行政行政行政行政にににに

ついてついてついてついて    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

５５５５    教教教教育育育育行政行政行政行政にににに

ついてついてついてついて    

    
【【【【答弁答弁答弁答弁をををを求求求求めるめるめるめる者者者者】】】】    

        市長市長市長市長、、、、助役助役助役助役、、、、教教教教育育育育長長長長、、、、関係部関係部関係部関係部長長長長        
 



    代代代代表表表表質質質質問問問問（（（（２２２２日日日日目目目目））））    平平平平成成成成 11118888年年年年 12121212 月月月月 12121212 日日日日((((火火火火))))    

順順順順

位位位位    

氏氏氏氏        名名名名    

((((会 派 名会 派 名会 派 名会 派 名 ))))    

発発発発    言言言言    事事事事    項項項項    発発発発    言言言言    要要要要    旨旨旨旨    

４４４４    唐唐唐唐    真真真真    弘弘弘弘    安安安安    

（（（（大大大大志志志志のののの会会会会））））    

１１１１    市長市長市長市長のののの基本基本基本基本

姿勢姿勢姿勢姿勢（（（（知事選知事選知事選知事選

についてについてについてについて））））    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

２２２２     一般一般一般一般行 政行 政行 政行 政

((((那覇那覇那覇那覇空港空港空港空港沖沖沖沖

合合合合展展展展開開開開についについについについ

てててて))))    

    今今今今回回回回のののの知事選挙知事選挙知事選挙知事選挙のののの結果結果結果結果、、、、県民県民県民県民有有有有権権権権者者者者がががが出出出出したしたしたした答答答答

ええええはははは、、、、仲井真仲井真仲井真仲井真弘多弘多弘多弘多知事知事知事知事誕誕誕誕生生生生であったであったであったであった    

    県民県民県民県民にとってはにとってはにとってはにとっては、、、、誠誠誠誠にににに喜喜喜喜ばばばばしいしいしいしい結果結果結果結果とととと言言言言わわわわなけなけなけなけ

れれれればばばばなななならないらないらないらないがががが、、、、相相相相手手手手のののの女性女性女性女性候補候補候補候補のののの獲得票獲得票獲得票獲得票がががが33330000

万万万万9,99,99,99,985858585票票票票あったことをあったことをあったことをあったことを思思思思うとうとうとうと、、、、有有有有権権権権者者者者にしてにしてにしてにしてみみみみ

れれれればばばば、、、、米軍米軍米軍米軍基地基地基地基地というのはというのはというのはというのは、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄にににに無無無無いいいい方方方方がががが良良良良いいいい

とととと思思思思いつついつついつついつつ、、、、米軍米軍米軍米軍基地基地基地基地がすがすがすがすぐぐぐぐ無無無無くくくくななななくくくくなるというなるというなるというなるという

ことはことはことはことは、、、、アメアメアメアメリカリカリカリカとととと日本国間日本国間日本国間日本国間のののの安全保安全保安全保安全保障上障上障上障上でのでのでのでの抑抑抑抑

止止止止力力力力やややや基地基地基地基地にににに関関関関わわわわるるるる県民生活県民生活県民生活県民生活にかんがにかんがにかんがにかんがみみみみてててて、、、、いさいさいさいさ

さかさかさかさか不不不不安安安安であるであるであるである。。。。というのがというのがというのがというのが選挙選挙選挙選挙結果結果結果結果にににに現現現現れたれたれたれた有有有有

権権権権者者者者心心心心理理理理だだだだとととと本員本員本員本員はははは理理理理解解解解するがするがするがするが、、、、このこのこのこの見解見解見解見解にににに市長市長市長市長

はどうはどうはどうはどう思思思思うのかうのかうのかうのか。。。。またまたまたまた今後今後今後今後、、、、日日日日米両米両米両米両政府政府政府政府にににに対対対対してしてしてして

県民県民県民県民・・・・市民市民市民市民はどういうはどういうはどういうはどういう心心心心構構構構ええええでででで対応対応対応対応したほうがよしたほうがよしたほうがよしたほうがよ

いかいかいかいか、、、、米軍再編米軍再編米軍再編米軍再編をををを見見見見ながらのながらのながらのながらの市長市長市長市長のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう    

    

    

    

    

    

    

    那覇那覇那覇那覇空空空空港港港港はははは、、、、国内国内国内国内有有有有数数数数のののの過過過過密空港密空港密空港密空港でありでありでありであり、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄

県県県県のののの需需需需要要要要予測予測予測予測ではではではでは、、、、平平平平成成成成22222222年度年度年度年度、、、、すなすなすなすなわちわちわちわち、、、、あとあとあとあと

３３３３年後年後年後年後にはにはにはには旅客旅客旅客旅客数数数数はははは約約約約1111,,,,444422220000万人万人万人万人となりとなりとなりとなり、、、、年間年間年間年間離離離離

着陸着陸着陸着陸回回回回数数数数はははは11114444万万万万1111,,,,000000000000回回回回となりとなりとなりとなり、、、、１１１１本本本本のののの滑走路滑走路滑走路滑走路のののの

処理処理処理処理能力能力能力能力はははは、、、、一般一般一般一般的的的的にににに離着陸離着陸離着陸離着陸回回回回数数数数がががが年間年間年間年間13131313万万万万回回回回とととと

言言言言わわわわれているれているれているれている中中中中、、、、処理処理処理処理能力能力能力能力はははは限限限限界界界界のののの極極極極みみみみにににに達達達達するするするする

ことことことこと必定必定必定必定であるであるであるである    

    沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県はははは観光客観光客観光客観光客666600000000万人万人万人万人目目目目前前前前でありでありでありであり、、、、空港空港空港空港所在所在所在所在

都都都都市市市市のののの那覇市那覇市那覇市那覇市としてとしてとしてとして、、、、石垣空港石垣空港石垣空港石垣空港のようにのようにのようにのように１１１１本本本本のののの滑滑滑滑

走路走路走路走路空港空港空港空港をををを着着着着工工工工するのにするのにするのにするのに33330000年年年年もかかるようなこもかかるようなこもかかるようなこもかかるようなこ

とはとはとはとは絶対絶対絶対絶対にあってはならないにあってはならないにあってはならないにあってはならない。。。。市長市長市長市長のののの答弁答弁答弁答弁をををを伺伺伺伺うううう    

 



 

順順順順

位位位位    

氏氏氏氏        名名名名    

((((会 派 名会 派 名会 派 名会 派 名 ))))    

発発発発    言言言言    事事事事    項項項項    発発発発    言言言言    要要要要    旨旨旨旨    

    市市市市当局当局当局当局としてはとしてはとしてはとしては、、、、来来来来年年年年早早早早々々々々にもにもにもにも「「「「那覇市新那覇市新那覇市新那覇市新庁舎庁舎庁舎庁舎

基本基本基本基本構構構構想想想想審審審審議会議会議会議会」」」」をををを設設設設置置置置してしてしてして、、、、新新新新庁舎庁舎庁舎庁舎のありのありのありのあり方方方方をををを

審審審審議議議議するするするするわわわわけけけけだだだだがががが、、、、次次次次のののの視点視点視点視点をををを忘忘忘忘れないようにれないようにれないようにれないように提提提提

言言言言するするするする    

    

((((１１１１))))    最大限最大限最大限最大限のののの空空空空間間間間利用利用利用利用をををを可能可能可能可能にしたにしたにしたにした見本見本見本見本のよのよのよのよ

うなうなうなうな高高高高層層層層庁舎庁舎庁舎庁舎にしてにしてにしてにして、、、、現現現現庁舎庁舎庁舎庁舎がががが40404040年年年年のののの寿命寿命寿命寿命しししし

かもたなかったことにかもたなかったことにかもたなかったことにかもたなかったことに学学学学びびびび、、、、新新新新庁舎庁舎庁舎庁舎はははは111100000000年年年年

後後後後のののの那覇市民那覇市民那覇市民那覇市民がががが翁翁翁翁長市長時長市長時長市長時長市長時代代代代にににに建設建設建設建設したしたしたした庁庁庁庁

舎舎舎舎でででで生生生生きききき生生生生きときときときと仕仕仕仕事事事事ができるができるができるができる歴史歴史歴史歴史のののの評評評評価価価価にににに

充分充分充分充分にににに応応応応ええええることのできるることのできるることのできるることのできる庁舎庁舎庁舎庁舎にするにするにするにする    

    

    

((((２２２２))))    那覇市内那覇市内那覇市内那覇市内ではではではでは映画映画映画映画館館館館ももももスーパースーパースーパースーパーもももも、、、、喫茶店喫茶店喫茶店喫茶店

やややや食食食食堂堂堂堂もももも、、、、ももももちろちろちろちろんんんん住宅住宅住宅住宅ややややアアアアパパパパートートートート及及及及びびびびあらあらあらあら

ゆゆゆゆるるるる職職職職場場場場もももも商店街商店街商店街商店街もももも駐車駐車駐車駐車場場場場のあるのあるのあるのある無無無無しはすしはすしはすしはす

べてのべてのべてのべての活活活活力力力力のののの源源源源でででで生生生生命線命線命線命線であるであるであるである    

            新新新新庁舎庁舎庁舎庁舎はははは、、、、県県県県庁舎庁舎庁舎庁舎のようにのようにのようにのように庁舎庁舎庁舎庁舎内内内内にににに多多多多目目目目的的的的

なななな県民県民県民県民ホホホホールールールールがあるようにがあるようにがあるようにがあるように市民市民市民市民ホホホホールールールールをををを設設設設

けけけけ、、、、333300000000人人人人規規規規模模模模のののの催催催催事事事事がががが可能可能可能可能なななな必必必必要要要要かつかつかつかつ充分充分充分充分

なななな駐車駐車駐車駐車場場場場をををを備備備備ええええるるるる    

    

    

((((３３３３))))    開開開開南小南小南小南小学校学校学校学校のののの敷敷敷敷地地地地をををを可能可能可能可能なななな限限限限りりりり活活活活用用用用してしてしてして

新新新新庁舎庁舎庁舎庁舎はははは建設建設建設建設すべきとすべきとすべきとすべきと多多多多くくくくのののの市民市民市民市民はははは考考考考ええええてててて

いるいるいるいる。。。。どのようなどのようなどのようなどのような使使使使いいいい方方方方をするかをするかをするかをするか、、、、審審審審議会議会議会議会でででで

充分検討充分検討充分検討充分検討してもらいたいしてもらいたいしてもらいたいしてもらいたい    

    

    

((((４４４４))))    ままままずずずず、、、、予予予予算算算算でありきででありきででありきででありきで、、、、金額金額金額金額のののの範囲範囲範囲範囲内内内内でででで庁庁庁庁

舎舎舎舎をををを建設建設建設建設するのかするのかするのかするのか、、、、またはまたはまたはまたは、、、、ののののびびびびののののびびびびとととと構構構構想想想想

をををを優先優先優先優先ささささせせせせてててて年月年月年月年月をかけてをかけてをかけてをかけて理理理理想想想想的的的的なななな庁舎庁舎庁舎庁舎をををを

建設建設建設建設するかするかするかするか充充充充分分分分にににに検討検討検討検討することすることすることすること    

    

    

    以以以以上上上上４４４４点点点点についてについてについてについて見解見解見解見解をををを求求求求めるめるめるめる    

    

    

        ３３３３    新新新新庁舎庁舎庁舎庁舎建設建設建設建設

についてについてについてについて    

    
【【【【答弁答弁答弁答弁をををを求求求求めるめるめるめる者者者者】】】】    

        市長市長市長市長、、、、助役助役助役助役、、、、関係部関係部関係部関係部長長長長        
 



    代代代代表表表表質質質質問問問問（（（（２２２２日日日日目目目目））））    平平平平成成成成 11118888年年年年 12121212 月月月月 12121212 日日日日((((火火火火))))    

順順順順

位位位位    

氏氏氏氏        名名名名    

((((会 派 名会 派 名会 派 名会 派 名 ))))    

発発発発    言言言言    事事事事    項項項項    発発発発    言言言言    要要要要    旨旨旨旨    

    三三三三位位位位一一一一体体体体改改改改革革革革によるによるによるによる税税税税源移譲源移譲源移譲源移譲でででで所所所所得得得得税税税税がががが来来来来年年年年 1111

月月月月よりよりよりより減税減税減税減税されされされされ、、、、同同同同６６６６月月月月よりよりよりより市民市民市民市民税税税税等等等等にににに増増増増額額額額されされされされ

たたたた税税税税制制制制になるとのことになるとのことになるとのことになるとのことだだだだがががが、、、、那覇市那覇市那覇市那覇市ではどういうではどういうではどういうではどういう

影響影響影響影響がががが出出出出るとるとるとると思思思思うかうかうかうか    

    これらのこれらのこれらのこれらの周周周周知知知知方法方法方法方法やややや新年度新年度新年度新年度からのからのからのからの業務業務業務業務執執執執行体行体行体行体

制制制制をどうをどうをどうをどう考考考考ええええているのかているのかているのかているのか、、、、関連関連関連関連してしてしてして伺伺伺伺うううう    

    

    

    

    マグロマグロマグロマグロ漁漁漁漁規規規規制制制制がががが、、、、2222000011110000年年年年までにまでにまでにまでに現行現行現行現行のののの漁漁漁漁獲獲獲獲高高高高よよよよ

りりりり２２２２割割割割削削削削減減減減するとのするとのするとのするとの国際国際国際国際機機機機関関関関のののの決定決定決定決定がありがありがありがあり、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄

県県県県やややや那覇市那覇市那覇市那覇市はははは相相相相当影響当影響当影響当影響がががが出出出出るとるとるとると思思思思っているがっているがっているがっているが、、、、現現現現

状状状状とととと今後今後今後今後のののの検討検討検討検討課題課題課題課題についてについてについてについて伺伺伺伺うううう    

    

    

    

    市市市市庁舎庁舎庁舎庁舎((((本本本本庁庁庁庁))))建設建設建設建設計画計画計画計画でででで市長市長市長市長コメコメコメコメントントントントがががが出出出出たたたた

がががが、、、、今今今今ななななぜぜぜぜというというというという気持気持気持気持ちちちちであるであるであるである。。。。決定決定決定決定のののの根根根根拠拠拠拠するするするする

調査調査調査調査はははは、、、、いついついついつ、、、、どのどのどのどの機機機機関関関関にににに幾幾幾幾らでらでらでらで発発発発注注注注されたかされたかされたかされたか。。。。

仕仕仕仕様書様書様書様書、、、、そのそのそのその契契契契約約約約方法方法方法方法をををを含含含含めめめめ、、、、期期期期間間間間はどれはどれはどれはどれぐぐぐぐらいらいらいらい

だだだだったかったかったかったか説説説説明明明明をををを求求求求めるめるめるめる。。。。またまたまたまた、、、、他他他他のののの公共公共公共公共施施施施設設設設のののの調調調調

査状況査状況査状況査状況はどうかはどうかはどうかはどうか、、、、今後今後今後今後のののの方方方方針針針針もももも含含含含めめめめ伺伺伺伺うううう    

    

    

    

    

    

    

５５５５    座座座座    覇覇覇覇    政政政政    為為為為    

（（（（そうそうそうそうぞぞぞぞうううう））））    

１１１１    税税税税務行政務行政務行政務行政にににに

ついてついてついてついて    

    

    

    

    

    

    

    

２２２２    経経経経済済済済行政行政行政行政にににに

ついてついてついてついて    

    

    

    

    

    

３３３３    庁舎庁舎庁舎庁舎建設建設建設建設にににに

ついてついてついてついて    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
【【【【答弁答弁答弁答弁をををを求求求求めるめるめるめる者者者者】】】】    

        市長市長市長市長、、、、助役助役助役助役、、、、教教教教育育育育長長長長、、、、上下上下上下上下水水水水道道道道事業事業事業事業管理管理管理管理者者者者、、、、    

代代代代表表表表監監監監査査査査委委委委員員員員、、、、関係部関係部関係部関係部長長長長        
 



    代代代代表表表表質質質質問問問問（（（（２２２２日日日日目目目目））））    平平平平成成成成 11118888年年年年 12121212 月月月月 12121212 日日日日((((火火火火))))    

順順順順

位位位位    

氏氏氏氏        名名名名    

((((会 派 名会 派 名会 派 名会 派 名 ))))    

発発発発    言言言言    事事事事    項項項項    発発発発    言言言言    要要要要    旨旨旨旨    

今県知事選挙今県知事選挙今県知事選挙今県知事選挙ににににおおおおいてもいてもいてもいても雇雇雇雇用用用用問題問題問題問題がががが公約公約公約公約のののの一一一一

番番番番にににに掲掲掲掲げられたげられたげられたげられた。。。。共共共共鳴鳴鳴鳴しししし、、、、新知事新知事新知事新知事にににに期期期期待待待待をするもをするもをするもをするも

のであるのであるのであるのである。。。。新新新新都心都心都心都心地地地地区区区区のののの開開開開発発発発にににに伴伴伴伴うううう雇雇雇雇用用用用効効効効果果果果もあもあもあもあ

りりりり、、、、今後今後今後今後もももも新新新新都心都心都心都心地地地地区区区区でのでのでのでの雇雇雇雇用用用用拡拡拡拡大大大大にもにもにもにも期期期期待待待待をすをすをすをす

るものであるるものであるるものであるるものである    

またまたまたまた一方一方一方一方、、、、新新新新都心都心都心都心地地地地区区区区でのでのでのでの新新新新庁舎庁舎庁舎庁舎建設建設建設建設をををを期期期期待待待待すすすす

るものとしてるものとしてるものとしてるものとして、、、、今今今今回回回回のののの「「「「土土土土地地地地利用利用利用利用事業者事業者事業者事業者募集募集募集募集」」」」にににに

関連関連関連関連してしてしてして伺伺伺伺うううう    

    

    

((((１１１１))))    ままままずずずず、、、、市長市長市長市長のののの掲掲掲掲げるげるげるげる雇雇雇雇用用用用対策対策対策対策についてについてについてについて伺伺伺伺

うううう。。。。またまたまたまた、、、、11110000月月月月のののの県内県内県内県内失失失失業業業業率率率率がががが 7777....4444％％％％にににに改改改改善善善善、、、、

一方一方一方一方全国全国全国全国はははは 4444....1111％％％％であるであるであるである。。。。本本本本土並土並土並土並みみみみにににに近近近近づづづづけけけけ

るためのるためのるためのるための政策政策政策政策があったらがあったらがあったらがあったら伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい    

    

    

    

((((２２２２))))    新新新新都心都心都心都心地地地地区区区区でのでのでのでの雇雇雇雇用用用用のののの今後今後今後今後のののの予測予測予測予測、、、、可能可能可能可能性性性性

等等等等についてについてについてについて    

    

    

    

((((３３３３))))    またまたまたまた、、、、今今今今回回回回のののの「「「「那覇新那覇新那覇新那覇新都心都心都心都心地地地地区土区土区土区土地地地地利用利用利用利用事事事事

業者業者業者業者募集募集募集募集」」」」ににににおおおおけるけるけるける雇雇雇雇用用用用面面面面へのへのへのへの波波波波及及及及、、、、他他他他につにつにつにつ

いていていていて事業者事業者事業者事業者決定決定決定決定にににに際際際際してのしてのしてのしての考考考考ええええがあったらがあったらがあったらがあったら

伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい    

６６６６    与与与与    儀儀儀儀    清清清清    春春春春    

（（（（市民市民市民市民のののの会会会会））））    

「「「「雇雇雇雇用用用用」」」」とととと「「「「新新新新

都心都心都心都心地地地地区区区区」」」」にににに関関関関

連連連連してしてしてして    

    

    
【【【【答弁答弁答弁答弁をををを求求求求めるめるめるめる者者者者】】】】    

        市長市長市長市長、、、、助役助役助役助役、、、、関係部関係部関係部関係部長長長長        
 



    代代代代表表表表質質質質問問問問（（（（２２２２日日日日目目目目））））    平平平平成成成成11118888年年年年12121212月月月月12121212日日日日((((火火火火))))    

順順順順

位位位位    

氏氏氏氏        名名名名    

((((会 派 名会 派 名会 派 名会 派 名 ))))    

発発発発    言言言言    事事事事    項項項項    発発発発    言言言言    要要要要    旨旨旨旨    

((((１１１１))))    北北北北海海海海道道道道のののの夕張夕張夕張夕張市市市市がががが財財財財政政政政再再再再建建建建団団団団体体体体へとへとへとへと陥陥陥陥ったったったった

がががが、、、、本市本市本市本市のののの財財財財政政政政状況状況状況状況はははは健全健全健全健全であるのかであるのかであるのかであるのか。。。。今後今後今後今後、、、、

那覇市那覇市那覇市那覇市がががが破綻破綻破綻破綻しないためにもしないためにもしないためにもしないためにも、、、、財財財財政政政政運運運運営上営上営上営上、、、、

どのようなどのようなどのようなどのような策策策策をををを講講講講じじじじなけれなけれなけれなければばばばならないのかならないのかならないのかならないのか    

    

    

    

((((２２２２))))    日日日日銀銀銀銀によるによるによるによる追追追追加加加加利上利上利上利上げがげがげがげが予予予予想想想想されるとのされるとのされるとのされるとのママママ

ススススココココミミミミ報道報道報道報道があるががあるががあるががあるが、、、、金利上金利上金利上金利上昇昇昇昇がががが財財財財政政政政にどのにどのにどのにどの

ようなようなようなような影響影響影響影響をををを与与与与ええええるのかるのかるのかるのか。。。。金利金利金利金利がががが0000....1111％％％％上上上上昇昇昇昇すすすす

れれれればばばば、、、、普通会普通会普通会普通会計計計計、、、、公公公公営営営営事業会事業会事業会事業会計計計計、、、、土土土土地地地地開開開開発公発公発公発公

社社社社、、、、第三第三第三第三セセセセククククタタタターーーーのののの預預預預金利金利金利金利息息息息とととと金利負担金利負担金利負担金利負担はははは幾幾幾幾

らららら増増増増ええええるのかるのかるのかるのか    

    

    

    

((((３３３３))))    本市保本市保本市保本市保有有有有のののの有有有有価証価証価証価証券券券券についてについてについてについて以以以以下下下下のことをのことをのことをのことを

伺伺伺伺うううう    

①①①①    平平平平成成成成11117777年度年度年度年度決算決算決算決算ににににおおおおけるけるけるける有有有有価証価証価証価証券券券券のののの時時時時価価価価

総額総額総額総額とととと含含含含みみみみ損益損益損益損益。。。。またまたまたまた、、、、一部上場一部上場一部上場一部上場企企企企業業業業有有有有価価価価

証証証証券券券券のののの時時時時価総額価総額価総額価総額とととと含含含含みみみみ損益損益損益損益はははは幾幾幾幾らからからからか    

    

②②②②    本市本市本市本市のののの有有有有価証価証価証価証券券券券のののの保保保保有有有有目目目目的的的的はははは何何何何かかかか。。。。またまたまたまた、、、、

有有有有価証価証価証価証券券券券保保保保有有有有がががが適適適適切切切切であるかどうかのであるかどうかのであるかどうかのであるかどうかの判断判断判断判断

はどのようにはどのようにはどのようにはどのように行行行行っているのかっているのかっているのかっているのか    

    

    

    

((((４４４４))))    こどもこどもこどもこどもみみみみらいらいらいらい基基基基金金金金のののの原原原原資資資資とととと、、、、そのそのそのその使途使途使途使途につにつにつにつ

いていていていて伺伺伺伺うううう    

７７７７    上上上上    里里里里    直直直直    司司司司    

（（（（民民民民主主主主ククククラブラブラブラブ））））    

    財財財財政政政政運運運運営営営営につにつにつにつ

いていていていて    

    
【【【【答弁答弁答弁答弁をををを求求求求めるめるめるめる者者者者】】】】    

        市長市長市長市長、、、、助役助役助役助役、、、、収収収収入入入入役役役役、、、、上下上下上下上下水水水水道道道道事業事業事業事業管理管理管理管理者者者者、、、、    

代代代代表表表表監監監監査査査査委委委委員員員員、、、、関係部関係部関係部関係部長長長長        
 


